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１ 次の文を読んで、あとの問いに答えなさい。

日本は四方を海に囲まれた島国です。その領土は北東から南西にかけて

およそ3000㎞にわたっているため、気候風土も多様です。

日本の標準時となる経線は あ 経［ Ａ ］度で、兵庫県の い 市を

通っています。日本の東西南北のはしは、東は う 島、西は①与那国島、
よ な ぐに

南は え 島、北は択捉島です。また、国土の［ Ｂ ］分の［ Ｃ ］は山
えとろふ

地ですが、②近畿地方から西には、2000ｍをこす山はありません。日本の

まわりに流れる海流は、太平洋側に寒流の お と暖流の か 、日本海

側に寒流の き と暖流の く があります。

③気候風土が異なると、各地方の④農業や産業もそれぞれに特色があり

ます。さらに各地方にはさまざまな文化があり、それぞれの⑤方言があり
ほうげん

ます。

日本のことをさまざまな面から調べれば調べるほど、わたしたちはおも

しろいことや不思議なことに次々に出会うことができるのです。
ふ し ぎ

問１ 空らん あ ～ く にあてはまる正しいことばを書きなさい。

問２ 空らん［ Ａ ］～［ Ｃ ］にあてはまる正しい数字を下から選び、

書きなさい。

１、 ２、 ３、 ４、 ５、 ６、 ７、

120、 125、 130、 135、 140、 145、 150

問３ 下線部①について、与那国島はどの都道府県に属していますか。

問４ 下線部②について、次の山のなかで、近畿地方より西にある山を

下の語群からすべて選び、漢字で正しく書きなさい。

【語群】

浅間山 岩手山 鳥海山 大山 桜島
だいせん
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問５ 下線部③について、下の表（１）～（４）は日本の各地の降水量と

気温を示しています。それぞれの表の場所を下の語群から選び、記号

で答えなさい。

【語群】

Ａ 東京 Ｂ 新潟市 Ｃ 高知市 Ｄ 青森市

（１）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

気温 5.8 6.1 8.9 14.4 18.7 21.8 25.4 27.1 23.5 18.2 13.0 8.4

降水量 49 60 115 130 128 165 162 155 209 163 93 40

（２）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

気温 6.1 6.9 10.5 15.5 19.3 22.7 26.4 27.2 24.1 18.8 13.4 8.2

降水量 62 102 183 262 261 373 315 317 404 159 137 52

（３）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

気温 -1.4 -1.1 2.0 7.9 13.1 17.0 21.1 23.0 18.9 12.6 6.4 1.3

降水量 145 116 70 61 79 82 103 129 120 106 132 149

（４）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

気温 2.6 2.5 5.4 11.2 16.1 20.4 24.5 26.2 22.0 16.0 10.2 5.3

降水量 180 128 105 94 103 128 178 143 163 149 201 204

（1971～2000年の平均。『日本国勢図会』をもとに作成。）
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問６ 下線部④の農業について、次の表は2008年の日本の主な家畜の飼育
か ちく

頭数の多い都道府県を示したものです。Ａ～Ｃにあてはまる都道府県

名を、漢字で正しく書きなさい。

（『日本国勢図会2009/10年版』をもとに作成）

問７ 下線部⑤について、近年方言は急速に失われています。なぜ地方で

伝統的な方言が失われているのでしょうか。理由と思われるものを２

つ記しなさい。

ぶた 乳牛 肉牛

一位 Ａ Ｃ Ｃ

二位 Ｂ 栃木県 Ａ

三位 茨城県 岩手県 Ｂ
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２ 次の文は歴史好きの友子さんと社会の先生の会話です。あとの問い

に答えなさい。

友子：先生、昨年(2010年)の夏は本当に暑かったですね。また、冬も突然

寒くなって温暖化や異常気象が注目されていますが、日本の気候は

どれくらい昔と変化をしているのですか。

先生：そうですね。地球は長い年月の中で、自然と暖かくなったり寒くな

ったりしているのを知っていますか。これは地球が太陽の周りを傾

いて回っていることが関係しているのですが、約1万年前までは、

日本の気候は今よりも寒く、中国大陸と陸続きでした。その後地球

全体が暖かくなって、①海面が上昇し縄文時代となったのです。

友子：気温は自然に変化しているのですね。では日本は縄文時代から島国

となったのですね。

先生：そう考えることができます。注目したいのは島国ですので船の使用

が多く、台風などの暴風雨の影響を受けていたことです。

友子：確かに遣隋使や遣唐使など古くから日本が船を派遣した時にさまざ
け ん ず い し

まな困難があったと聞いたことがあります。

先生：その通りです。例えば、日本に何度も渡航を試みて成功したものの

視力を失った②鑑真や③遣唐使として派遣されても日本に帰ってく
がんじん は け ん

ることができなかった人物などがいましたね。

友子：確かに古代の航海にはたくさんの苦労があったのですね。そういえ

ば、話は少し変わりますが、鑑真は昨年遷都1300年記念で注目され
せ ん と

ている平城京を訪れたことでも有名ですね。テレビなどで再現され

た人々の暮らしている姿をみると、今よりもだいぶ気候が異なって

いたのではないかと思うのですが、その点はどうなっていたのでし

ょうか。

先生：鑑真が訪れたころの日本は今よりも四季がはっきりしていたのでは

ないかと考えられます。これは少し時代が後になりますが、④平安

時代の人々の服装や文学作品から推測ができますね。
すいそく

友子：なるほど、今よりも自然の移り変わりがはっきりと感じられたので

すね。

先生：そうですね。ただし、はっきりした気候変化は常にあったわけでは

なく、天候が不安定な時ももちろんありました。農業について考え
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てみてください。日照りや長雨が続くと深刻な痛手を受けることも

ありましたね。例えば、どの時代にも農民達は税を納めることが大

きな負担となっていましたが、鎌倉時代になるとその生活の苦しさ

のために仏教に救いを求めるようになります。

友子：⑤浄土真宗や日 蓮 宗がその例ですか。
にちれんしゅう

先生：よく覚えていましたね。そうです。日蓮宗をはじめた日蓮は鎌倉幕

府に対して、信仰しないと国に災いが起こると意見書を送りました。

その結果追放されるという処罰を受けているのですが、興味深いの
しょばつ

はその意見書を送った数年後実際に日本に大きな危機が訪れたこと

です。

友子： 鎌倉時代の危機というと、⑥元が攻めてきたという事件でしょう

か。

先生：その通りです。この時も、二度目の元の侵攻を防いだのが暴風雨だ
しんこう

ったといわれています。

友子：日本は昔から暴風雨によって歴史が変わってきたことが多いのです

ね。

先生：確かにそのように考えてみると面白いかもしれません。他には室町

時代になって、⑦鉄砲が日本に伝わったことも暴風雨の影響とする

説がありましたね。

友子：鉄砲伝来により戦国時代において武将の力の差が広がり、決着が早

まったとも聞いたことがあるので、本当に気候が与える影響は日本

の歴史を変えてきたのですね。

先生：そうですね。農業の例は先ほどもあげましたが、江戸時代には度重
たびかさ

なる国内の⑧「ききん」によって人々が苦しみ暴動が起こりました。

それだけが原因ではありませんが、収入が減った江戸幕府は人々の

支持をなくし、財政にも困ってついに倒されてしまいましたね。

明治以降では、⑨1886年に嵐によって紀伊半島沖でイギリス船が

沈没しました。これは不平等条約改正運動のきっかけになっていま

す。また⑩日露戦争では日本海での戦いを勝利に導いたのはその日

の天候にあるという説もあり、調べてみるともっと様々なことが見

えてきそうですね。

友子：とても勉強になりました。わたしも色々と調べて歴史を違う角度か

らも学んでみたいと思います。
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問１ 下線部①について、海面の上昇は縄文の人々の食生活にどのような

影響を与えましたか。具体的な例を１つあげなさい。

問２ 下線部②について、鑑真が建てた寺を漢字で正しく答えなさい。

問３ 下線部③について、次の各問いに答えなさい。

（１）日本に帰国できなかった人物を下のア～オから１人選び、記号で答

えなさい。

ア、小野妹子 イ、空海 ウ、阿倍仲麻呂

エ、犬上御田鍬 オ、最澄
いぬかみのみたすき

（２）遣唐使はこの後廃止されますが、これは誰の提案によるものですか。

（３）遣唐使がなくなったことで「かな文字」がつくられるなど日本の文

化も変化しました。何という文化になりましたか。漢字４字で正しく

答えなさい。

問４ 下線部④について、平安時代の貴族女性の正装を何といいますか。

問５ 下線部⑤について、この宗教をはじめた人物名を答えなさい。

問６ 下線部⑥について、次の各問いに答えなさい。

（１）元と日本が戦った時の幕府の執権名を漢字で正しく答えなさい。

（２）この時の元の皇帝名を答えなさい。

問７ 下線部⑦について、次の各問いに答えなさい。

（１）鉄砲が伝わった場所はどこですか。地名を漢字で正しく答えなさい。

（２）鉄砲を伝えたとされるのはどこの国の人ですか。

問８ 下線部⑧について、次の各問いに答えなさい。

（１）ききんが続き人々の食料を少しでも補うために、８代将軍徳川吉宗

の指示により、さつまいもの栽培を研究した人物名を答えなさい。

（２）天候不順と重い税によって農民だけでなく町人も反乱を起こしまし

た。1837年大坂で大規模な町人反乱を起こした元役人の名を漢字で正

しく答えなさい。
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問９ 下線部⑨について、次の各問いに答えなさい。

（１）この事件は何と呼ばれていますか。

（２）この事件により不平等な内容の条約に人々の関心が集まりました。

事件と関係のある不平等な内容を簡単に説明しなさい。

問10 下線部⑩について、次の各問いに答えなさい。

（１）この戦いで海軍を指揮した司令長官の名を答えなさい。

（２）日露戦争後、条約を結んで日本が新しく手に入れた領地として正し

いものをすべて選び、記号で答えなさい。

ア、台湾 イ、遼 東半島 ウ、南樺太
りょうとう からふと

エ、千島列島 オ、山東半島
さんとう
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３ 次の文章を読んで、あとの問いに答えなさい。

日本で初めて成立した憲法は大日本帝国憲法です。明治時代、日本が近

代化していく中で、（ ① ）が定め、（ ② ）に授けるというかたち
さず

で発布されました。西暦ア○○○○年２月11日のことです。
せいれき

この憲法では、（ ③ ）は国のイ□□であり、Ａ国の政治のあり方を

決める権利を持っていました。国民［臣民］の人権は、ウ□□の範囲の中
しんみん

でのみ言論・集会・結社の自由を持つと憲法29条で定められ、また課され

た義務は重く、現在の憲法にはないエ□□の義務もありました。法律を制

定する議会はオ□□□□といい、衆議院とカ□□□とからなる二院制がと

られていました。衆議院議員は（ ④ ）の選挙によって選ばれましたが、

Ｂ選挙権を持っている人は多くありませんでした。

これに対して、第二次世界大戦後に定められた憲法が現在の日本国憲法

です。日本国憲法は西暦キ○○○○年11月３日に公布され、翌年の５月３

日に施行されました。

この憲法では、国の政治のあり方を決める権利を（ ⑤ ）が持つと定

められました。国民の持つ自由権・平等権などのさまざまな権利は、人間

が生まれながらにして持っているク□□□□□であるとされ、永久の権利

として保障されています。また義務は、勤労の義務と教育を受けさせる義

務とケ□□の義務の３つと決められています。議会の名前は国会といい、

衆議院とコ□□□とからなる二院制で、両議院の議員とも（ ⑥ ）の選

挙によって選ばれています。

問１ ①～⑥の空らんには、「天皇」または「国民」ということばがあて

はまります。「天皇」「国民」それぞれがあてはまる空らんの番号を

書きなさい。

問２ ア～コの空らんにあてはまる適切なことばまたは数字を、それぞれ

文中の空らんの文字数に合わせて書きなさい。○には数字を、□には

ことばを漢字で正しく書きなさい。

問３ 文中の下線部Ａについて、これを何といいますか。漢字で正しく書

きなさい。
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問４ 文中の下線部Ｂについて、1925年より前にはどのような人が選挙権

を持っていましたか。日本国憲法の有権者と比較して考え、３点あげ

なさい。

問５ (１)日本国憲法では、天皇の地位はどのように定められていますか。

簡単に説明しなさい。

(２)日本国憲法に定められている天皇の仕事を国事行為といいます。

次のア～オの中から国事行為をすべて選び、記号で答えなさい。

ア 内閣総理大臣を指名する

イ 国会を召集する

ウ 法律案を考える

エ 参議院の解散を公示する

オ 外国の大使などに会う


